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1．神栖済生会病院における診療支援実績
1－1．

在宅医療の推進

1）背景
近年、我が国では高齢者人口は大幅に増加し、死亡者数は 2030 年には年間 160 万人以上
にのぼることが予想されている(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平
成 29 年 1 月推計）」)。国は医療費抑制のために病院医療から在宅医療への流れを推し進
め、病床数を制限している。これまでと同様に病院での看取りを継続していくと、2030 年
には約 40 万人の国民の最期に対応できないとされている。人生の最終段階における End
of life care を考えるにあたり、本来の希望と実現には乖離があると考えているため、家族
の負担を最小限にした在宅医療・介護連携を早急に進める必要がある。
しかし、厚生労働省の調査では、在宅医療を行っている病院が全体の約３０％、診療所は全
体の約 20％にとどまっている。特に、茨城県神栖市を含めた鹿行地区の在宅医療の供給体
制は人口 10 万人当たり 35.3 人と全国平均（350.0 人）の 1/10 と圧倒的に不足してい
る。鹿行地区の 75 歳以上の高齢者人口は今後 10 年で約 150％以上に急速に増加し、県の
試算では 2025 年までに現状の 140 %以上の在宅医療の供給が必要となる（茨城県ホーム
ページ,茨城県地域医療構想）。しかし、現状では神栖市における人口 10 万人あたりの医師
数（医療施設の従事者）は 95.6 人（全国平均 246.7 人，茨城県 187.5 人：いずれも平成
30 年データ）と非常に少なく、そのうち在宅療養支援診療所の数は神栖市内ではごく少数
である。利用できる医療資源が限られている地域では、在宅医療を担う施設間・職種間の垣
根を越えて支え合わなければ、この「在宅医療不足」は決して解決できない。

2）神栖市

保健・医療・福祉連携協議会を通じた在宅医療の普及

2018 年度に「筑波大学との連携によるまちづくり推進事業プロジェクト」において、多
職種による合同会議を開催し在宅医療推進における課題を抽出した。課題は、①在宅医療に
関する地域連携基盤の不備、②医療福祉従事者の在宅医療に関する知識・技術不足、③利用
者側の職種の役割・理解不足、④職種間の心理的ヒエラルキー構造、⑤病院と地域の連携不
足が課題として挙げられた。多職種会議に参加した約 100 人の関連職種が考えた解決策と
して、１．病診・診診連携のためのグループ化、２．多職種研修会の開催、３．SNS（医療
者専用のシステム）を用いた多職種での情報共有、４．薬薬連携を強化した訪問調剤利用の
拡充医療用、５．市内で統一した情報共有シートの開発を具体的解決策として見出した。
2019 年度は神栖市より、「在宅医療・介護連携推進事業」を委託され、上記１、２、３を
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さらに推進することを目的に事業を展開した。
具体的には１.在宅医療に取り組む医療機関及び後方支援医療機関における連携強化を図る
会議の開催、２．情報共有としての ICT 活用の促進、３．多職種を対象とした在宅医療の
勉強会の開催、４．地域住民を対象とした在宅医療の勉強会の開催（終活フェス、動員数
300 人規模）を行った。

3）神栖済生会病院における在宅医療の実績
週平均で 5 コマの訪問診療を行っており、2019 年度は延べ人数 330 人、往診回数 85
回、自宅看取り数 11 人/年となっている。患者の疾患別では、末期がん患者、神経難病患
者、慢性閉塞性肺疾患等の慢性疾患により通院困難な高齢者、小児難病患者等幅広く診療し
ている。前述の『ICT を駆使した多職種連携の仕組み作り』の成果として、日々の看護や診
療内容のリアルタイムでの情報共有が実現した。その結果、神栖済生会病院と済生会訪問看
護ステーションかみすとの連携がさらに強化され、より質の高いケアにつながっている。な
お本システム導入時には鹿嶋医師会にも協力を頂き徐々に神栖市内で利用する事業所が増
えており、現在では神栖済生会病院以外でも様々な事業所が参加しており、多職種間のスム
ーズな連携につながっている。

4）2020 年度に向けて
2020 年度においては新たに常勤医師が増え、訪問診療を実施できる時間帯が増えるた
め、患者数も増加できる見込みである。他院からの紹介患者も年々増加傾向であり、当該地
区の在宅医療のニーズが高いことが分かる。一方で、マンパワーの問題から受け入れ可能な
人数の上限に近づいてきているため院内での診療体制や地域の診療所医師との連携体制を
含め抜本的な見直しを行っていく方針である。
神栖市全体多職種連携のためのツールである ICT の普及が徐々に増加しており、市内で
100 人以上の多職種が情報共有のできる体制が整った。ICT 利用に消極的な施設に対して
懸念を払しょくできるように普及啓発活動を行い、利用者の増加を図りたい。
また、Web 会議システムを市内で導入し、簡便に多職種研修会を開催できるように準備を
進めていく方針である。

1－2．総合診療科
筑波大学総合診療科は、2017 年度より細井医師、高橋医師、海老原医師の 3 名の常勤医
体制を継続しており、病棟・外来・救急・在宅診療業務を行っている。さらに、通院が困難
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な高齢者やがん患者の増加、在宅看取りなど、鹿行地区の在宅診療のニーズのさらなる高ま
りに対応すべく検討している。細井医師は、総合診療科長として業務全体のバランスを考え、
病棟回診を導入するほか、地域の医療ニーズに応えるべく緩和ケア外来の導入、在宅医療の
拡張等を行ってきた。以下に、2019 年度の総合診療科の実績について述べる。

1）入院体制の強化
主には緊急入院の患者が対象であり、疾患も脳血管疾患系、心血管系、代謝・内分泌系、感
染症等幅広く診療している。訪問診療患者の緊急入院やレスパイト入院にも対応している。
また、後述する緩和ケア外来の導入により、他院からの緩和ケア依頼も増加傾向であり、末
期がん患者の疼痛緩和目的、療養環境調整目的の入院も多い。病棟からの退院支援に当科の
訪問診療を利用する例も増え、今後神栖済生会病院の地域包括ケアシステムの構築の一助
となることができると考える。

2）外来（緩和ケア外来）
当該地区では緩和ケアを専門的に提供している外来が存在していなかった。在宅緩和ケ
アで培った知識を用いて、広く緩和ケアを必要としている患者・家族へ役立てる診療を行い
たいと考え緩和ケア外来を開設した。現在では筑波大学附属病院、国立がんセンター病院な
ど三次医療機関から紹介が増加傾向であり、外来にて疼痛コントロール、意思決定支援を行
っている。また、病状悪化時においては当院での入院や在宅医療への移行を行っている。

3）在宅診療のさらなる強化
通院が困難な高齢者やがん患者の増加、在宅看取りなど、鹿行地区の在宅診療のニーズのさ
らなる高まりに対応すべく、筑波大学総合診療科から 4 名の常勤医に加え、同大学総合診
療科から 2 名の非常勤医を派遣している。2009 年度から済生会病院の診療支援を行って
きた阪本医師が火曜・水曜に、そして 2019 年度から春田医師（准教授）が水曜に診療を開
始し、在宅診療のさらなる強化を行った。いずれもプライマリ・ケア連合学会専門医・指導
医であり、春田医師はがんプロフェッショナル緩和ケアコースを修了し、在宅における緩和
医療についても精通している。

4）救急体制の強化
2013 年度以降に生じた鹿島労災病院を中心とした近隣病院の常勤医師の大幅減少。そし
て、鹿島労災病院の廃院（2018 年度末）、さらには土浦協同病院なめかた地域医療センタ
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ーの診療体制の大幅な縮小（病床数を 199 床から 49 床に縮小、診療時間外の救急患者受
け入れの休止）と、鹿行地区の医療状況は深刻化の一途をたどっている。
しかし、2011 年度より筑波大学総合診療科の常勤医が、通院・入院患者を受け入れ、さら
に救急患者を積極的に多く受け入れてきた。今年度も引き続き、日中も救急隊からの収容要
請に対応している。当院にて対応できる範囲の 2 次医療で完結できる患者を主に対応して
おり、緊急入院にも対応している。さらに総合診療科では、当院に常勤専門医のいない呼吸
器系疾患、代謝系疾患、あるいは合併症を多く併発している高齢者の複雑事例等に対しても、
総合診療科が担当し、入院を受け持っている。

5）2020 年度にむけて
神栖済生会病院における在宅医療は周辺の病院、施設を始め、ケアマネジャーや訪問看護
師を中心とした多職種の認知度が高くなっている。そのため、多くの患者が希望通りの在宅
療養を開始ないし継続できている例が増加している。2020 年度からは、総合診療科の後期
研修医の研修受け入れがスタートし、計 4 人の診療体制となる。上記に述べたように外来
～病棟、そして在宅医療まで幅広い研修が詰める教育機関としての役割を果たしながら、神
栖市の地域医療の充実に貢献していきたい。
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2．地域医療教育
総合診療科の特徴は，糖尿病や高血圧などの生活習慣病、そしてうつ病，認知症など日常
診療でよく見られ、かつプライマリ・ケアの観点からも重要な疾患をはじめ、救急患者や在
宅診療など、各専門領域の垣根を越えた診療について、専門医資格を有する医師により質の
高い診療が行われていることである。さらに，各臓器を超えた総合的な診療が行える医療機
関が近隣にないことから，近隣医療機関からの紹介や評判で受診を希望する方も多く、院内
外の専門医と協同し、鹿行地区の医療を支えている。
本学の指導教員が、このように地域医療の最前線で自らも実践しながら、現場で医学生に直
接指導を行っている。これにより、従来の大学内だけの教育では触れる機会のなかった地域
医療の教育の場を提供できている。これは、医学生が将来の医師像を考えるきっかけを作り、
貴重かつ必要不可欠な機会となっている。

1－1．

筑波大学医学類 5－6 年の臨床実習

1）筑波大学の教育カリキュラムについて
医学類は、1977 年の開学当初より「筑波方式」と呼ばれる 1 年次から基礎と臨床を統合し
た統合カリキュラムを実施してきた。4 年次には 8,9 月の CBT（Computer-Based Testing：
知識を問う試験）と OSCE（Objective Structured Clinical Examination：態度・手技を問う
試験）を合格することで Student doctor の称号が与えられ、臨床実習が可能となる。臨床実
習は 4 年次 10 月～6 年次 6 月に実施され、合計 78 週ある。神栖における医学類の筑波大
学の臨床実習は、この 5 年次 10 月以降の後半の時期に位置づけられた総合診療科と医療概
論Ⅴが統合した 4 週間の必修の総合診療/地域医療実習の一部として位置づけられる。医学
生は、4 週間の実習の初日に総合診療や地域医療における患者・地域を捉える視点を学び、
その後 1 週間ごとに大学の総合診療科をはじめ、様々な地域における医療の在り方を臨床
実習として経験する。最終日には、様々な地域で学んだ内容を医学生通しで共有し、学びを
深める。神栖の地域医療実習は 4 週間のうち 1 週間、医学生 3-4 人を一単位として、旅館
に泊まり込み、地域診断をはじめ、在宅医療、多職種連携、地域住民の体験などの学びが獲
得できるよう、神栖市の強みを発揮した臨床実習カリキュラムとなっている。

2）神栖における臨床実習の実績
実施期間：2019 年 10 月 1 日〜2020 年 6 月 5 日※
実習人数：計 96 名（うち 1 名は 3 週間コース、24 名はオンライン）
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※当初、2020 年 6 月 5 日まで実施予定であった。しかし、SARS-CoV-2 パンデミックにより 4 月以降、学群院外実
習全てが中断、のちに全面中止となった。それに変わり全面オンライン実習へ切り替えられた。

10 月 7-11 日

4名

10 月 29-11 月 1 日

10 月 15-18 日
4名

12 月 2-6 日 4 名
12 月 2-19 日
1 月 14-17 日

4名

10 月 21,23,24 日

4名

11 月 5-8 日 4 名

11 月 11-15 日

4名

12 月 9-13 日

4名

12 月 16-19 日

4名

1 月 20-24 日

4名

1 月 27-30 日

4名

2 月 17-21 日

4名

2 月 25-27 日

4名

3 月 16-19 日

4名

3 月 23-26 日

3名

1 名（3 週間コース）
4名

2 月 10,12-14 日

4名

3 月 9-13 日 4 名

以降、院外実習は中断・中止。全面オンライン実習へ切り替えた。
4 月 13-17 日

4名

4 月 20-24 日

4名

4 月 27,28,30 日 4 名

5 月 18-22 日

4名

5 月 25-29 日

4名

6 月 1-4 日 4 名

3）実習スケジュール（一例）
月
午

前

火
午

後

オリエン

13：30

健康教室

4) 市 内

予演・練

巡回視

習・打ち

察

合わせ

13：45

午

前

市職員よ

5）

神 栖 市

りガイダ

健康教室
/ヘルス

ンス

↓

↓

12：00

14：00

の ぐ ち

巡回開始

旅館到着
↓
12：30

午

後

午前

木
午後

午前

金
午後

午

前

午後
乳
幼
児
健
診

9：30

へ出発

水

プロモー
ション

7）診療所見学
6）
地域診断

10）

8）産業医実習

9）

訪問看護

9）住民体験

住民体験

11）

（弁護士、風

（丸や）

調剤薬局

大学

実習など

で振

力発電等）

り返
り

↓
16：30
病院到着

病院到着
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4）市内巡回視診（地域診断の実習の一環として）
2015 年度より、神栖市健康増進課職員の方々の多大な協力を得て開始された。実習初日に、
神栖市全体を把握するため、健康増進課職員の方々からガイダンスを受け、神栖市の概要を
聞きながら、神栖臨海工業地帯、港公園、ピーマン栽培ハウス、波崎海水浴場、波崎漁港、
特産物特売所など、市民の日常生活に密着した場所をめぐり、この地域の特色や住民の生活
環境を知る。この経験を通じて、健康の社会的決定要因の理解を深め、地域診断の視点を獲
得することを目的としている。

5）健康教室・ヘルスプロモーション
神栖市健康増進課と協力して、神栖市の小・中学校を対象に喫煙予防教室、成人を対象に
生活習慣病教室を開催している。2008 年より神栖市の健康教室・ヘルスプロモーションに
経年的に関わり、ヘルスプロモーションの第一人者でもある阪本医師により、実習初日、そ
して、前日の夕方や当日朝に監修・指導を受けた医学生が、指導医とともに健康教育を実践
している。この経験を通じて、小中学生や市民へのヘルスリテラシー向上のための工夫につ
いて理解を深めることを目的としている。

6）地域診断
2013 年度より、神栖地域を幅広い視点でとらえ、それがどのように医療の問題をかかわ
りあっているかを理解することを深めることを実習の目的とし、フィールドワークを行う
地域診断実習を開始した。2018 年度からは、初日のオリエンテーションで地域という広い
視野で医療の問題を捉える視点や健康の社会的決定要因などを学んだあとに神栖の地域医
療実習に参加するため、地域の街並みや地域住民の意識について深く考察できている学生
が増えてきている。

7）診療所実習
2010 年度より、実習に協力してくださっている、かしまなだ診療所、鹿嶋ハートクリニ
ック、城之内医院、にへいなかよしクリニック等の診療所に医学生が訪問し、プライマリ・
ケアの原則である包括性・近接性・協調性・継続性・責任性を学ぶことを実習の目的として
いる。各診療所の外来診療をはじめ、診療所のコンテキストに応じて、透析、緊急心臓カテ
ーテル検査、漢方、訪問診療など幅広い内容を学び、院長先生をはじめ他の職種のスタッフ
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と交流しながら、診療所が行う医療の意義について考察する機会となっている。なお、実習
初期から長きにわたり、実習を受け入れてくださった こいえ産婦人科医院は同院の事情に
より 2018 年度で実習終了となった。医学生のご指導にご尽力くださった同院の院長、スタ
ッフの皆様へ深く感謝申し上げます。

8）産業医実習
2013 年度より日本製鉄（株）東日本製鉄所鹿島地区が、実習受け入れ機関としてご協力
いただいている。産業医、産業保健師、産業看護師に帯同させてもらい、産業保健の現場経
験を通じて、企業社員のヘルスプロモーションに関する理解を深めることを実習の目的と
している。

9）住民体験・異業種帯同実習（健康の社会的決定要因の実習の一貫として）
2010 年度より実施。地域で働いている非医療従事者の仕事を見学し、地域の問題を別の
視点でとらえ考えることを通じて、患者や家族の生活背景の理解を深めることを実習の目
的としている。実習の協力を得てきた大型青果店である“株式会社 丸や”では、農家や商
店などで一日仕事を手伝いながら、地元の人と交流し、その土地と人を知り、その地域の背
景や健康ニーズの理解を深めていた。2018 年度からは“神栖法律事務所”と“タキマテッ
ク株式会社”の協力も得て、他業種の視点から地域を捉えることで、異文化理解能力が高ま
ることを期待している。

10）訪問看護実習
訪問看護師に同行し、訪問看護業務を見学し、在宅ケアにおける看護師の役割を理解し、
必要な知識、技術、態度について学ぶことを実習の目的としている。

11）調剤薬局実習
2014 年度より、神栖済生会病院の周囲に位置する 3 ヶ所の調剤薬局で様々な業務を体験
し、地域における調剤薬局や薬剤師の役割、的確な処方箋の書き方、医薬連携の重要性など
を学ぶことを実習の目的としている。
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＜

2019 年度の学生実習の一部

＞

MSW 実習

小・中学校での健康教室

地域視診
鹿島臨海工業地域をバックに

地域視診
ピーマン農家での体験やお話をお伺い

東国三社として名高い息栖神社にて

夏は海水浴客でにぎわう日川浜海岸
に並ぶ風車と夕焼けを背景に
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＜健康教育実習＞


神栖地区は茨城県内でも喫煙率が高い地域ということで子供たちにとってもタバ
コが身近なものです。そういう地域だからこそ、大人の禁煙指導とともにこれから
喫煙する人が増えないためにも子供たちへの禁煙指導も重要なものだと思いまし
た。将来、自分も地域で働くことがあれば、ぜひこのような健康教育をして、地域
の健康を考えられる医師になりたいなと思いました。



小学生たちは非常に熱心に話を聞いてくれました。ですが難しい内容を扱っている
ので、伝えたいことを伝えきれているのかはわからず、教育の難しさを体感しまし
た。



神栖は労働者が多いため、若い世代が多いという印象を受けました。そのため、今
後１０年２０年後に労働している方々が６０代になる頃に様々な問題が発生して
きて、医療の需要も増えていくと思います。将来、生活習慣病が今よりもさらに増
えないようにしていくためにも、小さな子供たちへの健康教育が大事なのではない
かと考えます。



神栖の工場労働者は働き始めた頃に先輩からたばこ休憩を教わり、そのまま漫然と
喫煙を続け、その人たちが親となり、上司となり下に喫煙をつないでいく。この流
れが一種の文化となって神栖に根付いているように思いました。食堂や旅館どこに
行ってもたばこの匂いがし、この環境では多くの喫煙者たちは、禁煙のきっかけに
出会うことがないのかもしれない、とも感じました。そのため禁煙教育を小学生か
ら進めていくということは、とても良いアプローチ方法だと思います。事後アンケ
ートでも、
「親に教えたい」
「周りの大人に禁煙するように言ってみます」などの意
見が多く、子どもから大人へ、禁煙の輪を広げていける可能性を感じました。



健康教育は小学校で行ったが、6 年生の生徒たちの元気の良さからエネルギーをも
らった。過密なスケジュールであったため学校の先生方などとお話する時間がなか
ったことは残念だったが、6 年生たちに楽しんでもらいながら講義をすることがで
きたと思う。神栖市の喫煙率の高さについて講義の中で触れたが、実際にその現状
について旅館（ロビーでの喫煙、宿泊している方々のタバコ臭）や会社（職場の喫
煙所の現状、社用車のタバコ臭）、乳幼児健診（母親の喫煙率の高さ）などで体感
した。その体験を通じて神栖市の住民の方々の喫煙率を低くするためにはどうした
ら良いのか、どうすれば住民の方々の健康状態を改善し健康寿命を延ばすことがで
きるのか、真剣に班員と議論することができた。
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●乳児健診


乳幼児健診が印象に残った。乳幼児の健康はほとんどお母さんに委ねられており社
会的決定要因があまりに大きいのだとわかった。お母さんの精神的ケアや生活状況
の確認の重要性を実感した。



乳児検診で、子育てをするお母さん方がどのようなことを不安に思うのかなどを知
って、乳児検診という場が医師や保健師がその不安を解消したり、医療へ繋げる役
割をしていることを学んだ。

●薬局


薬剤師の方が薬の味や後発品の薬物動態、値段などを考えながら調剤されていると
いう話も伺うことができ、教科書では学べない現場の声を知ることもできました。



薬剤師と患者とのコミュニケーションによって診察室では話せないことを薬局で
話してくれることもあるようで、それをフィードバックできるような体制を整えて
いることも知りました。チームで医療を行うにあたり、情報を共有する姿勢を忘れ
ないようにしたいと思います。



薬局での実習では、処方箋に疑問点や不明点を感じた場合に医師に内容の確認を行
う、疑義照会の制度があることを教えていただいた。疑義照会は毎日 10 件以上あ
るとのことで、医師になるうえで制度を知っておき、薬についても十分な知識が必
要であること、また間違いがある分だけ、患者さんを待たせてしまうということは
知っておかなければならないと感じた。



薬局では実際にシロップの計量をさせてもらったり、すぐ近くで薬剤師の仕事を見
学させていただき、コメディカルの仕事ぶりや医師との連携について一部見ること
ができた。今後医師として働く際に、薬剤師が仕事をしやすいように処方箋や患者
さんへの指導に気を付けていきたいと思った。

●訪問リハ


訪問リハが印象に残った。病院で実施するイメージしかなかったので、訪問リハを
見学することで、リハビリこそ在宅で過ごされている方に必要なのではないかと感
じた。



介護予防教育に参加した際に、PT さんのお話が非常に面白く、理学療法的手法に
ついて興味を抱き、非常に印象に残った。PT さんと一緒に介護予防教室に参加し
たが、地域の高齢者の抱える健康問題や活動への参加障害となる神栖地域の要因が
理解できた。



訪問リハの現場を覗くこともできた。訪問リハは、理学療法士さん 2～3 名とボラ
ンティアさん 2～3 名が地域の方 10 名弱ほどを相手に、地元の公民館を利用して
行っていた。内容としては、認知症のスクリーニングを行う、体操を通じて体力の
向上を図る、といったものであった。このように地域の高齢者の方々の認知機能や
体力向上に努めることは非常に大切なことであると思われるが、問題点も多く見受
けられた。一つは、公民館でまとめて行われるため、参加の前提として、家から出
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て歩いて来られる必要がある。寝たきりや引きこもってしまっている高齢者の方々
を拾い上げることが出来ていない。二つ目は、参加する高齢者同士でやはり体力の
差が大きく、体操にしてもどこに中央値を置くかが難しいことである。同じメニュ
ーでやっていると、全然出来ない方には劣等感やプレッシャーを与えてしまい、そ
れが訪問リハのドロップアウトへとつながっていく。三つ目は、地域のボランティ
アの高齢化が進んでいるということだ。今回担当だったボランティアさんは少し前
に認知症のスクリーニングに引っかかってしまったという話を伺って、現代社会に
おいて医療を支える若者が少なくなっている事実を身近に感じることが出来た。き
っと若者は仕事が忙しく、地域の人を支えるボランティアなどをしている暇はない
のだろう。今の若い世代の仕事に対する余裕が少しでも増えていけば、地域の医療
を支えるサポートもより良い方向に変革していけるのかもしれない。

●訪問看護


訪問看護師が細やかな気配りや工夫をされておられたのが印象的であった。患者さ
んだけでなくて介護をしている家族の方がこれまでどんな経緯で今は介護をして
いて、どんな事に困っていて、どんな気持ちで(本人が実際話してくれること以上
に推し量っていた)、またその家族の介護をサポートする最善の方法を工夫して接
していた。



在宅診療カンファレンスでは、様々な医療、社会的な問題を持った患者さんに対し
てのサポート方法を多くの医療職が時間をかけて話し合っていることがしれた。議
論の中で、患者さんだけでなく、患者家族の健康状態についても情報を共有してい
る場面が多く、訪問診療、訪問看護での特徴の１つだと感じた。また情報共有のた
めに医療用の安全性の高い SNS アプリを使用していたことは驚きだった。

●訪問診療


訪問診療に同行させていただいたことで、今まで自分が見ていた患者さんは病院の
中での限定された姿であり、病院を退院して終わりではなく自宅での日常生活が続
いていくという当然のことを実感することができた。どのような家に住んでいるか
は見てみなければ想像しきれないことも多く、訪問することの大切さを感じた。

●MSW


授業のスライド上でしか学んだことが無かった MSW を実際に経験できた。患者さん
が加入する保険、退院に必要な相談や手続きをする業務内容に加え、入院前の紹介状の
管理、家族や経済面で抱える不安や虐待の相談も行えると知った。MSW に付いて病室
に行きある患者さんの金銭面の相談に乗った際には、医療関連の保険・法律のみならず
固定資産や相続についても十分に知識が必要だとわかり、MSW の活動の幅がとても広
いと思った。また、済生会では無料定額診療と「なでしこプラン（生活困窮者支援事業）
」
を独自に行っており、実現は難しいのだろうがこういった制度が普及していないこと
に驚いた。
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患者さんが MSW さんと関わるまでの経緯について、第一ステップは医師や看護師か
ら始まることが多いことを知り、今後医師として働く際に、患者さんの生活背景（家族
や友人など人間関係、金銭面、病気や治療への気持ち）をしっかりと見た上で、必要で
あれば MSW にしっかりと［つなげる］ことの重要性を痛感しました。他職種への知識
を深めるとともに、それらのサービスへの架け橋となる自覚を持たなければならない
と感じました。



地域医療連携室での実習では、MSW の業務として、実習以前は退院前の施設との調整
という業務しか知らなかったが、それだけでなく、様々な問題を抱えた患者さんの相談
窓口としての役割を持っていることを知れた。患者さんやその家族に合わせた医療福
祉サービスの情報提供など、患者の生活に近いところに関わる職種の一つだと感じた。



MSW は神栖済生会病院に属してはいますが、当該院の患者さんだけでなく当該院をか
かりつけとしていない方々に対しても相談にのることを知り驚きました。また、その多
様な相談内容に対し取り組む必要があることを知り、医師や看護師とはまた違った社
会問題に対応する力が必要とされることを学びました。時には、患者ご家族との窓口に
なり、そこに潜在する問題の矢面に立たされることの大変さの片鱗も見学させて頂き
ました。

＜地域診断実習の感想の一部


＞

神栖市は心筋梗塞や脳梗塞の発生頻度が多いが、地域住民にとってはそれが普通であ
るため、意識は低いように感じた。こういった地域には、患者個人への医療と同時に、
地域全体の意識改革をする必要があると強く感じた。



防災アリーナは神栖地域の人々の健康増進に役立っています。私たちは二回、実際ジム
に行き汗を流しました。夕方から夜にかけて伺ったのですが、その時間帯は仕事終わり
の人たちで混み合っており、年齢層も様々でした。プールも併設されているため、比較
的高齢の方でも運動しやすい環境だと思います。適度な運動は、きっかけがないとなか
なか始めにくいとは思いますが、防災アリーナは多くの人々の運動のきっかけになっ
ているのではないでしょうか。しかし、高齢の方も是非利用してほしい施設である一方、
神栖地域は車社会であり，運転ができない高齢者の方々にとってはアクセスしにくい
という課題も有していることに気づきました。



若者が多いという点が神栖の一番の特徴であり強みであると感じました、少子化のこ
のご時世ですが、新しい中学校ができるとのお話をお伺いいたしました。市に若者が多
いということは市の未来の成長にもつながりとても喜ばしいことです。そのためにも
福祉を充実させて子供たちの健康を守りながら市全体として健康な若者の多い街にな
ったらと思いました。
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神栖市に宿泊する中で、神栖市で暮らすとどのような感じかを身をもって感じること
ができた。車がないと生活するのに不便なところはあるが、店は一通り揃っており、市
の財政が潤っている様子もあった。仕事のチャンスも豊富そうで、経済的に暮らしやす
そうだと感じた。



地元の方が誇れるような神栖の良いところをアピールすると、神栖市自体が盛り上が
って、医療過疎などの問題も多少緩和されるのではないかと感じた。なぜなら、診療所
実習に行く際に乗ったタクシーの運転手さんに、神栖でおすすめの飲食店や観光スポ
ットを聞いた所、
「神栖はなんもないからね～」といい情報を教えてもらうことができ
なかったからだ。特産品や名所があるにも関わらず、地元の方からしたら、誇れるもの
があまりないと感じているようだった。



地域実習ということで、地域の問題ばかり探すような実習をしてしまいがちだったが、
街並みもきれいで住みやすい町ではないかと思う面もあった。



がん検診無料化や児童扶養手当などが充実しており、皆さん神栖での生活に満足して
いて、外に出たいという人や現状を嘆くような人はいなかったのが意外であった。



6 歳から隣町の鹿嶋市で暮らしていたが、「あまり鹿行地域について知らなかった」と
いうことを認識した。今回は一歩引いた立場で地域を「客観視」することができました。

田中

完先生（左）

産業保健実習

＜産業保健実習の感想＞


製鉄所での世界は自分の想像を容易に超える圧倒的な世界観で、その世界に深く感動
し、このような世界で働く方々の背景を知る大きな契機となったと同時に、医師として
患者さんと向き合っていく上でその方の背景を知ることの重要性を学びました。



非常に暑い部署を実体験したうえで、疾病予防のために産業医と産業保健師が職場環
境の管理を行っている実際を知ることができたのがよかった。
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学ぶ機会が少ない産業保健について、しかも、成書だけでは分からない魅力を現場の経
験を通して体感できた。先生方のお話を聞いて鮮明に想像することが出来ました。



製鉄作業の様子を見て神栖を支える一事業のダイナミックさと技術力の高さを肌で感
じることが出来た貴重な機会でした。



産業医のイメージが変わった。今までは検診が仕事内容の中心だと思っていたが、実際
は評価内容から職場の在り方を計画するなど、工夫しがいのある仕事だった。



産業医の先生が、会社に働きかけて、社員の安全を守るため、健康を増進するためのシ
ステムを作ったり、変えたりしているということが分かって、会社の保健室的な産業医
のイメージが大きく変わった。



先生の楽しそうな様子が印象的だった。



産業医総論のレクチャーでは、会社の中での産業医の立ち位置やシステムを作ること
による影響力を知り、やりがいのある仕事だと思った。



産業医のメンタルケア以外の介入を知ることができ、予防医療的な思考が今後役に立
つと思った。



共同研究に興味がわいた。



産業医というキャリアに興味がわいた。将来の選択肢が増えた。



若年者から退職近くの人までほぼ全員が喫煙しており、上司の命令などで自発的に禁
煙外来を受診したわけではない人の禁煙達成は難しい、ことを実感した。
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＜診療所実習

協力機関（50 音順）＞

かしまなだ診療所
左右に向山

由美先生、向山

鹿嶋ハートクリニック
和彦先生

城之内医院

の心臓カテーテル室

にへいなかよしクリニック
二瓶

城之内 宏至先生

実先生

＜

診療所実習の感想

＞



かしまなだ診療所では、地域の人を 0 歳から 100 歳まで診るためにはさまざまな領域
の知識がいるのだと実感しました。診療所には、医学の本がたくさんあり先生方は医師
となっても日々勉強されているのだと思い、学生である自分はもっと勉学に励まなく
てはと身が引き締まりました。外来診療だけでなく上部消化管内視鏡や小手術をてき
ぱきとこなしている先生の姿は格好良く憧れました。



城之内医院では、地域を支える医療を見ることができました。受診する患者さんたちは
とても城之内先生を信頼しているなと感じました。神栖に何もないころから診療所を
続けているということももちろんですが、先生もとても親身になって話を聞いていて、
このようにして信頼関係を築いていくのだなと思いました。また、警察車両で運ばれて
きた遺体の検死も見学させていただきました。1 ヶ月以上放置された、一人暮らしの高
齢の方でした。見た目も衝撃的でしたが、この検死を年に 100 件ほど見るということ
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にも驚きました。大学病院では見ることのできない地域の健康を守る診療所の役割に
ついて学ぶことができました。


にへいなかよしクリニックで、患者さんにどのようなニーズがあって、それに応えるた
めに医療人としてどのような心構えが必要かについてもお話を伺い、考えさせられた。



鹿嶋ハートクリニックでは、地域のクリニックの働きぶりという点でも大変勉強にな
った。生活習慣がどれだけ健康に悪いのかを改めて実感した。



高血圧の診察で、降圧薬を処方はしていたが、食事などはそこまで気にしなくていい、
と言われていて、医師は治療のために指導するけれど、患者さんにとっては美味しいご
飯やお酒を楽しむことのほうが大事な場合がある、という話がとても印象的であった。
患者さんがどう生きていくのか、ということを尊重することも大切だと感じた。



かしまなだ診療所では、先生は幅広く患者さんを診ており、病院と違う役割をクリニッ
クは果たさなければいけないということを教わりました。患者さんが困ったら訪れる
ことができる場が提供されており、その存続には患者さんのこと、その背景のことをよ
く観察することが必要だと教わりました。



鹿嶋ハートクリニックの院長先生は、クリニックを開設され、外来で冠動脈 CT を含め
た検査やカテーテル治療、静脈瘤の手術やペースメーカーなどの植え込みなどの手術
もされておられた。さらに手術後のリハビリや往診なども行っておられ、個人クリニッ
クで地域の医療体制を変えるほどの改革を行っておられることに感動した。



にへいなかよしクリニックの実習では、医療が成り立つためには、診療所と大病院の両
方がそろわないと十分な医療は提供できないのだと知った。



医療過疎地域での地域医療の在り方、開業医の在り方について、その姿で教えてくださ
った。私のこれまでの人生の中で一番印象に残った。



神栖市の喫煙率や塩分摂取量が非常に高く、三大疾病の発症率も高いことを聞き、一人
一人に薬物治療を行うことも大切だが、いかに住民全体の健康意識を挙げ、地域で生活
習慣の改善を図っていくことがカギだと思った。



城之内先生が患者さんのためを思って時には厳しい生活指導をされていたのが印象的
だった。多くの医師は患者さんに嫌われたくないし、診察に十分な時間をとることもで
きないため、必要な生活指導ができていないように思う。いくら高血圧や糖尿病に効果
のある薬を投与していたとしても、その上流、つまり食生活などの生活習慣が改善され
なければ患者さんの健康状態は良くならない。患者さんとの信頼関係がある上での指
導ではあるが、時には厳しい言葉も恐れず、しっかりと時間をかけて患者さんに向き合
っていた姿に感銘を受けた。



地域に溶け込んだ医院だからこそ、家族と医師の信頼関係が成り立っており、生活習慣
や精神状態を知っているからこそ、その人にあった治療や指導ができるのだと感じた。



住民のヘルスリテラシーを高めるような指導もされており、目の前の患者だけでなく、
「地域を診る」を現実化している様子を見て将来役に立つと感じた。
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＜住民体験・他業種同行実習＞

青果店での業務経験も実習の 1 つ

(株)丸や 海老原

孝治様（中央）

タキマテック（株）担当者様による太陽光パネル案内

＜

住民体験・他業種同行実習の感想の一部（株式会社 丸や）

＞



普段医療者と話すことが多い中で、完全に別の業種の方と話す良い機会となった。
医療者以外の目線からの医療者のあるべき姿を学ぶことができた。医療者への不信
感が生じないような対応の仕方を心がけようと思った。また、人生観についても大
事にすべきことを教えられた。



社長さんが病院にかかった時に医者が目を見て話してくれたときは感動すると同
時に安心した、ということを熱心にお話になっており、患者さんに寄り添う態度と
いうのはやはりとても大事だと実感することができた。



メロンの苗植えを体験させていただき、ハウス内の環境や作業姿勢など実際にやら
ないと分からないことを知ることができました。また社長さんからは、どのように
人生を送ってきたか、どのような経験をしてどんなことを思ったか、どのような信
条をもって生活されているか、どのような医療者になってほしいか、どのような人
になって欲しいか、など深い話を伺うことができました。医療者として、人として
忘れてはいけない部分に改めて気づくことができ、他にはない実習になりました。



私の周囲で全く無かったような出来事を社長は経験されており、「医学部に入る、
医者になるってすごい事だけれども、土俵が違えば立場も変わる」という言葉は属
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性にとらわれない、すべての人に共通の考え方だと思った。また、社長の思い出話
で印象的だったのは「触診の前に手をさすって温める医者、畑の安否を心配してく
れる医者、画面ばかり見ないで椅子ごと体の向きを変えて話を聞いてくれる医者が
いて感動した」という話だ。手を温めるのは OSCE で習い、患者さんとの体の向
きはさらに低学年で教わる事だがいつの間にか忘れそうになっていて、何度も実施
してしっかりと身につけておかなくてはいけないと気づかされた。


社長からはめったに伺うことのできない神栖市の deep なお話や子育て上のポイン
トなど、人生経験豊富な社長ならではのお話を伺うことができ、大変勉強になりま
した。たくさんのお土産ありがとうございました。



社長の様々なリスクとの向き合い方や挑戦する姿勢、自己分析などを踏まえて、自分の
頭で考えて実践し、結果を残している姿に本当にすごいと感じた。また、それを上回る
社長の人間性に本当に尊敬の念を抱きました。



「自分は今までやってきた事業ではトップの存在だったけれど、別の世界では実績も
ないし、下の存在であると気づいた」という言葉が、トップである社長から聞けたのは
すごいし、自分が将来医師になった際に絶対に心にとどめておきたいと思いました。



地域医療を支えているのは、医師や保健師だけではなく、地域の名士を含めた人々であ
ることを感じた。

＜

住民体験・他業種同行実習の感想の一部（タキマテック）

＞



事業の説明と市内の案内をしていただいた。地域に密着した事業だけでなく、再生
可能エネルギーを利用して防災に役立てたり、発展途上国で安定した電力供給を行
う事業を展開したりしていることが分かった。地域全体の利益になるような持続可
能なエネルギー供給システムを考えるところから、神栖市を拠点に世界に新しいエ
ネルギーの在り方を発信するところまで、幅広く将来を見据えた事業展開をされて
いることが分かった。そして、そのような会社が神栖市にあるということは、市が
これから先も長く発展していくことに大きく関わるだろうと感じた。



SDGs のお話は初めて聞くものでしたが、世界では当たり前のように使われている
考え方であり、これから社会人になる私たちに取って必ず考えなければいけないこ
とであると感じました。海のほうを見れば煙を上げる工場があり、その奥には風力
発電の風車が立ち並び、街中には太陽光発電の施設が至る所にある神栖市で、
SDGs のお話を聞けたことは強く印象に残りました。



職業体験をしながら、地元の方の生の話を聞くことができた。
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＜

住民体験・他業種同行実習の感想の一部（神栖法律事務所）

＞



弁護士として見られるポイントが相談者の生活のあらゆる面に及んでおり、それら
を聞き出す技を間近で見ることができ、情報の集め方について私の今後の医師人生
への糧となりました。



安重先生のご指導のもと、市役所での相談会に同行させて頂きました。相談内容を
お聞きする際のアプローチが、まずオープンクエスチョンから始められ、重要なポ
イントをクローズクエスチョンで聞く・傾聴することなど、医療面接と共通する点
が多かったことが印象的でした。



神栖市役所で開催された法律相談を見学させていただき、病院に来る方とはまた違
った悩みを抱えている方々と接しました。こういった悩みも含めて全人的に見ると
いうことなのではないかと思いました。また、そういった悩みを聞く際に弁護士と
いう職業においても傾聴と共感の姿勢は重要だということに気がつきました。それ
を見て誠実な姿勢で聞くことで相手との信頼関係を築くことができるのは他業種
でも同じことなのだと気づきました。



安重先生は神栖の企業だけでなく、小中学校にも関わっておられ、一介の医師より
も、はるかに地域に貢献されておられると感じた。
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＜調剤薬局実習

協力機関（50 音順）＞

○アイン薬局神栖店
○田辺薬局神栖中央店
○中央薬局知手店

調剤業務も経験させていただきました

＜

調剤薬局実習の感想の一部

＞



医師の異動による薬が変化することなどの問題を知ることができ、将来自分が薬を
処方する際の意識が変わると感じた。



一包化した薬を教える手伝いや、薬の味見、軟膏の調剤など様々な体験をさせてい
ただいた。



薬の味を知ることで、特に子供に薬を処方する際の説明に活用できると思えた。



病院医師とのやり取りが FAX であったことも印象的だった。



処方の確認に時間がかかっており、チーム医療の妨げになるとも思えた。



普段知ることのできない薬局の現場を見ることができてよかった。



小児でどうしたらきちんと薬を飲んでもらえるかを考える良い機会になった。



正しい薬の飲み方（処方通りにかかさずに飲む、最後まで飲み切るなど）を知らな
い人が多かった。



医師だけでなく、薬剤師も足りていないことを知った。
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＜滞在実習について＞

女将さんのおもてなしと美味しいご飯

のぐち旅館の女将さんとともに
（中央）



宿泊して地域の住人として過ごすことで、より深く地域の人と関わることができた。
夜も防災アリ―ナのジムに行くなど、神栖にどっぷりと浸かることができた。地域
の特色が少しですが分かったような気がします。病院で実習しているだけでは見え
てこないことなので非常に良い経験となりました。



宿では地域外の人の宿泊が多かったが、銭湯に行く機会があり、地元の人たちと交
流する機会が得られた。



のぐち旅館のご飯がとても美味しく、女将さんが大変親しみやすい方で、5 日間親
切にしてくださったのがありがたかったです。女将さんはいつも私たちや他のお客
さんたちを笑わせてくださったのですが、その理由について「笑いは潤滑油だから。
笑っていれば仲良くなれて、注意とかもしやすいから、ね」とおっしゃっていまし
た。笑いで心を開き明るく接することで、多少言いにくいことを言ったり聞き入れ
てもらえたりする関係を築くというのはコミュニケーションにおいて非常に重要
な方法だと思いました。5 日間女将さんにお世話になる中で、他人と良好な関係を
築くためのポイントのようなものを学ぶことができたように思います。



のぐち旅館では女将さんに大変よくしていただき、ありがとうございました。女将
さんの明るいキャラクターで実習の疲れも忘れられましたし、美味しいご飯や綺麗
なお部屋のお陰でゆっくりと休息をとることができました。また、



その地域の特徴を知るよい機会だと感じた。どんな方が宿泊するのか。どんな食事
がされているのか。どんな商業施設があるのか。運動しやすい環境なのか。などそ
の地域性を深く知るきっかけとなり、よかった。



茨城県で生まれ育ってきましたが、神栖には数回しか来たことがありませんでした。
神栖市に 1 週間住まわせていただき、愛着がわいた気がしています。神栖の医療過
疎は非常に深刻で、一刻も早い改善が必要であるという危機感を覚えました。これ
からまた大学に戻り、茨城の医療について学習を深める所存です。将来何らかの形
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で恩返しができればと考えております。


医療に限らず、人生や仕事など、多くのことについて考えさせられ、視野が広がっ
た実習であった。



どこよりも充実した実習をすることができた。



茨城県が医師不足であり、医療過疎の地域がたくさんあるということは知っていた
が、つくばに住んでいると周りに大学病院も含めた大きな病院がいくつもあり、実
際には茨城県の医師不足問題を実感したことはなかった。しかし、今回の神栖市の
5 日間地域に泊まり込んで実習することで、住民がどのような医療問題に直面して
いるか、ということを深く考えさせられた。



これから医師になって多くの人と接する機会があるので、患者さんサイドの住民の
方とお話ができ、中にはその人の人生観や価値観に驚かされることもあったが、心
から尊敬できる人に会ったのは貴重な経験だった。



神栖での実習は医療現場だけでなく、その背景に迫ることができたのは、神栖市の
職員さん、旅館の女将さん、先生たちや多くの人たちのおかげだと感じた。



医師に対して求められることは、治療のみならず、治療を提供する環境やスタッフ
の態度や人間性からにじみ出るものにあるというということが最も大きな気づき
でした。



多くの方がこの実習に関わってくださり、実習を支える側の方々への感謝の気持ち
が、今までの実習よりも自然と湧き上がってきました。このような実習や研修の場
でも、普段はあまり意識しないけれど、実はそれが誰かの努力や気遣いが合ってこ
そ成り立つということもあるのだろう、ということに気づきました。そういう方た
ちへの努力に気づき、自然にお礼を言えるような医師になりたいと思います。



神栖の良さとこれからの課題を身をもって体験できたので、茨城県民として地域に
貢献できるような医師になりたいと思います。

 宿泊することで他の人たちとの交流があって，深く神栖市を知ることができた。宿
泊先で様々な人と交流できるのはとてもいいと思う。その土地の人と関わり，文化
的・社会的背景を知り，考え方を知り，地域の特徴や住民の考え方を知ることが医
療を提供する上で重要だと知った。
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＜学生から神栖市への提言の一部＞
＜交通について＞


市内循環無料バスを作る



高齢者に向けて、神栖市内 Uber の創設



自転車専用レーンを整備し、レンタルサイクルなど充実させたりすることで、自転
車の利用率を高くする。ただ「トラックが多くて、自転車で外出したいけど怖くて
できません」という住民の言葉が課題であることに気づかせてくれた。



マラソンコースを作り、街灯や歩道を整備し、住民の運動を促進する



雇用力の高い企業が集まる工業地帯を通しつつ、銚子と鹿島を結ぶ鉄道の整備（既
存の貨物路線である鹿島臨港線を活用）

＜商業施設について＞


個人経営の娯楽施設では車社会の神栖市では「歩いていてふらっと立ち寄る」とい
った可能性が低いため、はやりにくいと考えられる。そのため、市町村がお金を出
して、大型のショッピングモールなどを建設することによって若者の定着なども狙
えるのではないか。また、ラウンドワンなどの施設を作ることによって、家族でも
遊びに行ける、体を動かすことによって健康増進にもつながる、ほかの地域からラ
ウンドワンに来るお客さんによって経済も潤うなどの効果も狙えるのではないか
と考えられる。



大型商業施設を誘致し、地域をさらに活性化する→医師も集まるのではないか？



隣の銚子にある海鮮市場のようなものを現代風のデザインで観光者向けにつくれ
ばいいのではないか。銚子のものは少し古いので優位性があるのでは。



ランドマークとなるバルターミナル等の建設

＜観光アピール・まちおこしについて＞


風力発電と海岸という景観は武器になるのでは。海岸周辺にきれいなカフェ併設の
施設などあったら地元の方や観光客も来るのではないか。さらにそこでお土産や名
産品などが集まっていて購入できると良い。



風力発電機をデコレーションし、新たな観光資源として活用する



工場夜景観光の PR

＜食や運動に関して＞


車社会、喫煙者が多い、救急機関が足りない、高校や大学がないため、住み続ける
のが難しいなどの問題点も挙がった。このような問題がある中で私が提案したいこ
とは、自転車の利用率を増やすことである。つくば市同様、道路が広く区画がシン
プルであり坂が少ないため、自転車専用道路を整備すれば、安全に走行することが
可能と思われる。またバスや鉄道と異なり採算を求めずに済むため、財政負担にな
りにくい。加えて若い労働者が多いため、自転車利用が進めば通勤渋滞の緩和につ
ながる。さらに楽しみの一つとしてサイクリングが定着すれば、運動の習慣化や禁
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煙にも繋がるかもしれない（喫煙しながら自転車はこげない）。自転車社会を実現
するには時間がかかるかもしれないが、解決の一案となったら嬉しい。


神栖市においては企業が多くそこで働く人口が多い以上、そういった方々の健康管
理を企業に丸投げせず、市として対策を講じる必要があると感じました。例えば短
期的に滞在する人も利用しやすい公共の運動施設をつくるとか、お泊りになる民宿
に栄養の指導を行ったりなども有効な手段ではないかと考えました。



夜は街灯が少なく、車での移動にならざるを得ない部分があり、地元住民の運動不
足につながる可能性があると感じた。



外食に行った時にも摂取カロリーや塩分を気にして食事を選べるように、食事内容
を記載できる手帳を配布して、定期的にチェックできるようにする。



市での食事センターなどを設立し、独居高齢者や母子家庭などへ食事宅配サービス
を行う



ピーマン農家が退職後の人々や主婦をピーマンボランティアとして募集して、農作
業を手伝ってもらいその代わりに売れない規格外ピーマンを持って帰ってもらう。



ピーマンを健康に活かせないかと思い調べてみました。パプリカに多く含まれるキ
サントフィルだがピーマンにも含まれる。このキサントフィルカプセルを飲む群と
飲まない群で比較した際、12 週間後の内臓脂肪領域（abdominal visceral fat area
(VFA)）、ＢＭＩが飲んだ群で有意に減少した。と記載してあった。



Effect of Oral Paprika Xanthophyll Intake on Abdominal Fat in Healthy Overweight
Humans: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study. （J Oleo Sci. 2018
Sep 1;67(9):1149-1162）

＜人びとの健康や医療について＞


神栖という町は気候的にも、経済的にもとても住みやすい街で、若い世代も多く勢
いのある町だと感じました。それにも関わらず、医療機関や教育機関がないという
少し特殊な状況で、一口に医療過疎といってもいろんな状況があるということを学
びました。偉そうな指摘になり恐縮ですが、現状だと自分が将来神栖で働きたいか
と言われると少し難しいかなと思ってしまいます。医療者の教育体制がより整備さ
れ、医師としてのスキルアップが見込めるような環境が整うなどすれば、住みやす
さという利点が最大限に活きてむしろ働きたいと思える町になるのではないかと
思います。地元の方との話からは、温かな人柄や地元への愛が伝わってきますし、
仕事で別の地域からやって来た人たちとの融和もできている素敵な町だと思いま
す。



1 年や 2 年単位で交代で医師不足地域に従事するということであれば、給料やワー
クライフバランスの強みを活かして医師を誘致できるのではないだろうか。



禁煙に成功した人に禁煙成功カードのようなものを発行し、お店などで割引がある
ような制度にする



産業医と地域の診療所とのつながりを強化することで、必要に応じて禁煙外来やア
ルコール依存症治療の紹介を行えるようにする。大きな企業の産業医においては、
禁煙指導外来やメンタルヘルス対策をはじめとした健康教育ができるようにする。
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電子カルテシステムを医療圏内で共通化することで、患者さんの情報共有がスムー
ズになる



医学生の神栖枠を作る。地域枠の義務年限の中に神栖勤務 1 年間を設ける。神栖で
の研修の給料を上げる。



医師だけでなく、看護師やセラピストの給料を上げて、働き続けてもらうような環
境を作る



工場・企業の食堂メニューで減塩を徹底する。



臨床研究のモデル地区（久山町研究のような）となる。



神栖済生会病院で専門性の高い医療に特化するために、プライマリ・ケアの診療所
を増やすとよいと思う
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3．茨城県 医学部進学希望者のための
高校生・中学生医学セミナー
演者・内容

阪本直人
「将来、医師の道を考えている皆さんへ ～総合診療医からのメッ
セージ～」

日程

2019 年 6 月

学校名（所在地）

清真学園高等学校（鹿嶋市）

演者・内容

阪本直人
「将来、医師の道を考えている皆さんへ ～総合診療医からのメッ
セージ～」
本校協力学生（敬称略）：
田中香奈里さん（M2）、穂戸田勇一さん（M1）

日程

2019 年 10 月

学校名（所在地）

水城高等学校（水戸市）

演者・内容

春田淳志
「医師の教育と総合診療」

日程

2019 年 7 月

学校名（所在地）

水戸葵陵高等学校（水戸市）

演者・内容

春田淳志・阪本直人
「医師の教育と総合診療」「地域医療実習について」「医学生の
模擬患者とのコミュニケーション教育の見学」（学生訪問）

日程

2019 年 12 月

学校名（所在地）

並木中等教育学校（つくば市）
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演者・内容

春田淳志
「医師の教育と総合診療」

日程

2020 年 1 月

学校名（所在地）

常総学院高等学校（土浦市）

演者・内容

前野哲博
「『なりたい医者』になろう」

日程

2019 年 7 月

学校名（所在地）

県立日立第一高等学校（日立市）

演者・内容

前野哲博
「『なりたい医者』になろう」

日程

2019 年 7 月

学校名（所在地）

県立並木中等教育学校（つくば市）

大澤亮

2019 年 9 月 18 日

県立日立第一高等学校

高屋敷明由美

2019 年 10 月 19 日

江戸川学園取手高等学校

高橋聡子

2019 年 11 月 30 日

県立水戸第一高等学校

橋本恵太郎

2020 年 1 月 25 日

茨城中学校

久野遥加

2020 年 2 月 6 日

水戸葵陵高等学校
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4．ヘルスプロモーション（健康教育・講演）
4－1．

小・中学校対象

演者・タイトル

阪本直人、春田淳志『タバコについて』

対象者

小学生，中学生（保護者参加可）
小学校：9 ヶ所，中学校：2 ヶ所
（うち、小学校：1 ヶ所，中学校：1 ヶ所は SARS-CoV-2 パンデミックにより中止）

合計：約 660 名（9 ヶ所）が受講
植松小学校 6 学年，2019 年 11 月

場所と日程

神栖第 3 中学校 1 学年，2019 年 11 月
（いずれも

深芝小学校 6 学年，2019 年 12 月

神栖市内）

大野原小学校 6 学年，2019 年 12 月
大野原西小学校 6 学年，2019 年 12 月
やたべ土合小学校 6 学年，2020 年 1 月
波崎西小学校 6 学年，2020 年 1 月※
柳川小学校 5・6 学年，2020 年 2 月※
軽野小学校 6 学年，2020 年 2 月
※春田淳志医師が担当。
地域実習中の医学類 5 年生とともに，下記の内容を 45 分程度で

概要

実施
1. タバコの害
2. 依存性
3.「同級生･先輩から勧められても断る」練習（WHO ライフ･ス
キル理論を用いて）

4－2．

住民対象

演者・テーマ

高橋弘樹、海老原稔医師（計 2 回各 1 回担当）
『健診結果のミカタ』

コーディネーター

阪本直人

対象

住民健診受診者，および一般参加希望者
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日程・場所

2019 年 10 月、はさき生涯学習センター（高橋弘樹医師）
2019 年 11 月、保健・福祉会館（海老原稔医師）

概要

前半では，健診で行われる採血やエコーなどの各項目について，
異常所見があった場合，どのような病気が考えられるのかにつ
いて，具体的な疾患を例に挙げて，解説．病院での精密検査で
は，どんな診療が行われるのかについても合わせて紹介。後半
では，壮年期，老年期（フレイル、健康寿命）の違いを説明した
上で，アルコール，塩分，カロリーの上手なコントロール方法や
運動の具体的な実施方法（回数，負荷，配慮点など）について実
践を交えて紹介。

演者・

細井崇弘、阪本直人

テーマ

市民公開講座

ほか

終活フェス

『人生の最終段階の医療・ケアについて考える』
対象

市民（40～80 歳代を中心に約 300 名の神栖市住民が受講）

日程

2019 年 11 月 30 日

場所

神栖防災アリーナ

概要

アドバンス・ケア・プランニングの概念を地域住民に伝え浸透させる
ことを目的に「終活フェス」を行った。
当日は同時開催として、鹿島市の清真学園演劇部との合作の演劇の上
演、看取り経験のある家族らによるフリートークイベント（担当：高
橋弘樹医師）、落語、もしバナゲームを用いて家族内や医療者との対
話をするワークショップ（担当：海老原稔、監修：阪本直人）を設け
たイベントを行った。神栖市在宅医療・介護連携推進事業。
運営には、医師、看護師、薬剤師、介護福祉士、社会福祉士、介護支
援専門員、病院関係者、筑波大学の医学生等が関わった。
※もしバナゲームは、iACP が Coda Alliance の許可を得て翻訳・制作・出版。人生の最期
にどう在りたいかについて、対話を促すカードゲームとして開発。
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4－3．
演者・
タイトル

多職種教育

神栖市・全国の医療職や医療系学生対象

田中 完、阪本直人、福田幸寛ほか
第 2 回 全国産業医オンライン勉強会
鹿島製鉄所 特別企画 交流＆勉強会

日本製鉄(株)

運営事務局・広報・司会等を担当
日程

2019 年 8 月

場所

日本製鉄（株）鹿島製鉄所（鹿嶋市）（表記は当時のものです）

概要

産業医にチャレンジしたい全国の若手医師が神栖市に集合し、学びや
人脈づくりの機会の提供を行う目的で開催された。
産業保健のリアルな現場を見せられる形で開催すべく産業保健のメ
ッカ※である鹿島製鉄所で開催。
福田洋先生（順天堂大 総診・先任准教授／さんぽ会（産業保健研
究会）会長）をお呼びし、総合診療医（准教授）と産業医（指導医）
との双方の立場を経験されている先生から貴重な話をご講演いただ
いた。その後、田中完産業医、福田 洋先生、参加者を交えたディス
カッションを行った。
※ 神栖市にある日本製鉄（株）東日本製鉄所鹿島地区は、日本で唯一の企業型社会医学専
門医研修施設。また、同施設には、鉄鋼業をはじめ数々の関連企業等があり、ほぼ全領域
の有害作業、産業医業務が経験できることから、産業医研修のメッカと言われ、極めて稀
有な施設。

演者・

阪本直人

タイトル

看護師特定行為研修の講師・OSCE 評価者
「フィジカルアセスメント」「臨床推論」

日程

2019 年 8 月

場所

筑波大学 地域医療教育学

演者・

阪本直人

タイトル

薬剤師向け e-Learning「行動変容」の コンテンツ開発・講師
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日程

2020 年 1 月

場所

筑波大学

概要

薬剤師向け e-Learning、超デキるかかりつけ薬剤師プログラム～タ

地域医療教育学

スクシフティングを目指して～。
「行動変容」の コンテンツ開発・講
師。薬学ゼミナール生涯学習センター。

演者・

細井崇弘

タイトル

在宅医療に取り組む医療機関及び後方支援医療機関に
おける連携強化を図る会議

日程

2019 年 7 月 18 日

場所

神栖済生会病院

概要

在宅医療に取り組む医療機関及び後方支援医療機関における連携強
化目的に多職種会議を開催した。前半は緩和医療をテーマとした研修
会を開催し、テーマは「医療用麻薬の使い方」とした。地域・在宅緩
和ケアの重要性、代表的オピオイドの特長と使用方法、疼痛コントロ
ールの重要性について 30 分程度で講義した。後半は参加者から実際
に困っている在宅ケアの症例を募り、全員でその解決策について意見
を出し合うという症例検討会の方式を取った。参加者は約 50 名、医
師、看護師、薬剤師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員等が
参加した。

演者・

細井崇弘

タイトル

「Medical care station でつながろう！」

日程

2019 年９月 4 日

場所

神栖防災アリーナ

概要

神栖市の在宅医療・介護における多職種間の円滑な情報共有のための
ICT の有用性について解説した。参加者は、医師、看護師、訪問介護
士、社会福祉士等の約 50 人であり、銚子市や鹿嶋市の事業所、市役
所の職員の参加者もあった。講義では、在宅医療・介護の現場でなぜ
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SNS が必要となるのか、ICT のセキュリティ問題について講義した。

演者・

春田淳志

タイトル

「「地域包括ケア」における多職種連携の在り方を振り返る～多職種
連携に求められる機能するチームとは何か？必要とされるネットワ
ークとは？」

日程

2019 年９月 4 日

場所

神栖防災アリーナ

概要

地域包括ケアに必要な多職種連携の基盤となるチームの機能につい
てワークショップを行った。参加者は、医師、看護師、訪問介護士、
社会福祉士等の約 50 人であり、銚子市や鹿嶋市の事業所、市役所の
職員の参加者もあった。チームを実感するワークを通じて、チームの
在り方を解説し、神栖市のネットワークについて振り返りを行った。

演者・
タイトル

細井崇弘、高橋弘樹、海老原 稔、阪本直人
もしバナゲームを用いたアドバンス・ケア・プランニング
ワークショップ

日程

2019 年 10 月３0 日

場所

神栖市防災アリーナ

概要

人生の最終段階における患者それぞれが大切にしたい価値観を考え
支えられるように、もしバナゲーム※を用いて研修を行った。
神栖市の医療従事者（医師、看護師、薬剤師、介護福祉士、社会福祉
士、介護支援専門員等）約 60 人が参加した。神栖市在宅医療・介護
連携推進事業。
※もしバナゲームは、iACP が Coda Alliance の許可を得て翻訳・制作・出版。人生の最期
にどう在りたいかについて、対話を促すカードゲームとして開発。

演者・

春田淳志

タイトル

「医療者として立ち止まってみる、神栖市におけるネットワーク分析
から

日程

見えてくる多職種連携」

2020 年２月５日
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場所

神栖防災アリーナ

概要

神栖市のネットワークの調査をもとに、神栖市における多職種連携の
ネットワーク構築について話し合った。参加者は、医師、看護師、薬
剤師、行政職員等の 36 人であった。各職種について知るためのワー
クを実施し、職種間の交流を図った。

〇全体講演 介護と医療で作り出す理想のケアとは？、若手医師のための家庭医療学冬季セミナー、
2020 年 2 月
〇互いの価値観を知るために、笠間地域ケア会議、2020 年 1 月
〇多職種連携ワークショップ₋普段の連携を言葉にしてみる-、北茨城、2020 年 12 月
〇「どのように人類学の知見を医学教育に活用するのか？」：医学教育と文化人類学の新しい協働
の形：現場への貢献可能性を探る、関西大学、2019 年 11 月
〇地域包括ケアで求められる多職種連携コンピテンシー令和元年度多職種連携研修会、茅野、
2019 年 11 月
〇多職種連携コンピテンシーの内容と 開発の経緯・使い方などについて、茨城県立医療大学平成
31 年度プロジェクト研究「IPW(Inter-professional work)に向けた IPE(Inter-professional
education)プログラムの再構築」、茨城県立医療大学、2019 年 10 月
〇連携の成功と失敗を比較、笠間地域ケア会議、2019 年 10 月
〇多職種カンファレンスを評価するー複雑性を捉える―、第 17 回日本プライマリ・ケア連合学会 秋
季生涯教育セミナー、大阪、2019 年 9 月
〇多職種と市民の連携をどのように推進すべきか ～多職種連携のｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ の活用～ （ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ）、NPO 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク第 25 回全国の集い、東京、2019 年 9
月
〇チーム医療で求められる多職種連携コンピテンシー、西南医療センター、2019 年 9 月
〇多職種連携教育, 日本医療福祉生活協同組合連合会家庭医療学開発センター 第 7 期診療
所看護指導者研修、東京、2019 年 9 月
〇地域包括ケアで求められる多職種連携コンピテンシー、手稲家庭医療クリニック、2019 年 8 月
〇医師とともに考える医学生向け人類学教育ワークショップ─医師養成のフィールドに文化人類学
の種を蒔く、東京医科大学、2019 年 7 月
〇医師の取説、笠間地域ケア会議、2019 年 7 月
〇多職種連携（IPW）と卒前多職種連携教育（IPE）とをつなげる ―地域コミュニティの文脈から考える、
第 72 回医学教育セミナーとワークショップ、岐阜大学、2019 年 5 月
〇 Workshop, “ What roles do primary care physicians play in community-based
rehabilitation?”, WONCA Asia Pacific conference, May 2019
〇医師のイメージと期待役割の共有、笠間地域ケア会議、2019 年 4 月
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学会発表
○Junji Haruta, Yu Yamamoto, A realist approach of interprofessional education
program in clinical practice in a community hospital for medical students, Society
of Teachers of Family Medicine Conference on Medical Students Education,
Portland, America, January-February, 2020
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○春田淳志、Post CC OSCE における大学独自課題の評価をどのように開発し、検証するか？ ‐
多職種協働の評価の一例、第 51 回日本医学教育学会大会、2019 年 7 月
○春田淳志、稲葉崇、前野貴美、高屋敷明由美、前野哲博、二重プロセス理論を基盤にした臨

床推論テストの開発と検証 その１、第 51 回日本医学教育学会大会、2019 年 7 月
○稲葉崇、春田淳志、前野貴美、高屋敷明由美、前野哲博、二重プロセス理論を基盤にした臨
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○学会発表
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○竹内優都、後藤亮平、小曽根早知子、春田淳志、中小病院職員の多職種連携の認識に関

連する要因の探索、第 10 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会, 2019 年 5 月
○坂倉明恵、小曽根早知子; 後藤 亮平、春田淳志、中小病院での職員の多職種連携を学ぶ
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○中野寛也、後藤亮平、小曽根早知子、春田淳志、多職種連携を学ぶ準備状態を測る

Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS)の検証的因子分析、第 10
回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会, 2019 年 5 月
○高橋聡子、小曽根早知子、後藤亮平、春田淳志、小病院・診療所と病院の職員と多職種連

携と仕事に関する認識の比較、第 10 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会, 2019 年 5
月
○金子惇、 後藤亮平、小曽根早知子、春田淳志、青木拓也、プライマリ・ケアにおける高齢者

の Patient Experience と予防接種実施との関連：PROGRESS データベース分析、第 10
回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会, 2019 年 5 月
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著書・出版・制作
翻訳監修・

春田 淳志、阪本直人

タイトル

「 A Core Curriculum for Sociology in UK Undergraduate
Medical Education」の日本語全訳の監修

日程

2020 年 3 月

場所

筑波大学

概要

「A Core Curriculum for

地域医療教育学

Sociology in UK
Undergraduate Medical
Education」
の日本語版全訳の監修
2016 年 に Behavioural and Social
Sciences Teaching in Medicine（BeSST）
が発表した英国の医学部卒前教育における
社会学のコア・カリキュラム
＜謝辞＞
この翻訳を公開するにあたり、日本の医学
教育の発展のために日本語版作成を快諾し
ていただいた BeSST の関係者の方々に感
謝を申し上げます。

著者・

幸田千佳、阪本直人

タイトル

Pocket Primary Care, 2nd Edition.の分担翻訳

日程

2019 年 9 月

場所

筑波大学

地域医療教育学

Pocket Primary Care, 2nd
Edition.
次の章を分担：
Common Benign Growths、
概要

Rosacea、Nonmelanoma
Skin Cancer、Atopic
Dermatitis. WOLTERS
KLUWER 出版
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担当

阪本直人

・題

終活フェス（市民公開講座）〜神栖ココでずっと暮らすために〜
のアートディレクション等

日程

2019 年 11 月

場所

神栖市

概要

本イベント開催にあたり、ポスター、チラシのデザイン監修をはじめ、企画
アドバイザー、トータルマーケティング、広報等を担当。神栖市在宅医療・
介護連携推進事業。

作品

（yuyupichi デザイン）
（Yamashita.Design デザイン）

ポスター（A2 サイズ）

翻訳監修・

春田 淳志、阪本直人

タイトル

神栖市における地域医療実習

日程

2020 年 3 月

チラシ（A4 サイズ）

特集 Web ページの製作
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場所

筑波大学

地域医療教育学

概要

当講座では、将来の医師の育成のため、
約 12 年に渡り、神栖市で地域医療実習
プログラムを作り上げてきました。
神栖市での本実習プログラムは、英国の
医学生教育で実践されている社会学を学
ぶコア・カリキュラムにも匹敵する内容
になりつつあります。
現在の医学教育に求められているもの
の実現が難い現状において、本プログラ
ムは、人類学・社会学的視点で実践する
医学教育の実現に向けたチャレンジの 1
つであり、全国の医学教育のモデルケー
スとなるプログラムでもある。
そこで、本プログラムを全国の医学教
育関係者等に向けて紹介するための特集
ページを製作・公開した。
謝辞
本プログラムは、上記目的のために熱心
に参画してくださった素晴らしい地域の
市民と企業の方々と共に作り上げてきた
ものです。また、インタビュー動画収録
のために、お忙しい中にも関わらず、医

https://www.pcmed-

学生実習を通して経験された貴重な内容
をお話くださいまして、誠にありがとう

tsukuba.jp/area/kamisu/case.php

ございました。

著者・

春田 淳志

タイトル

地域における多職種連携、地域医療学入門, 診断と治療社, P42-44,

日程

2019 年 8 月

場所

筑波大学

地域医療教育学

44 / 45

概要
地域医療学入門として日本医学教
育学会地域医療教育委員会と全国
地域医療教育協議会の合同編集で
作成した地域医療の教科書の一著
者として地域における多職種連携
について解説した。全体の構成と
しては、へき地医療，多職種連
携，地域包括ケアシステムなどコ
アカリや国試出題基準に対応した
基本的要素を解説し，これからの
日本の医療に欠かせない，地域医
療を体系的に学べる一冊となって
いる。

6．その他
○委員
＜阪本直人＞
・

神栖市若手医師きらっせプロジェクト事業、若手医師育成検討会議委員

・

同事業、若手医師育成検討会議分科会委員（産業医関係）

＜春田淳志＞
・公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構

医学系トライアル実施小委員会

医学系臨床実習後コンピテンス検討・課題調整専門部会
・日本医療社会福祉協会

倫理委員会

外部委員（2017 年 9 月～現在）

・日本医学教育学会学習方略委員会
・保健医療福祉連携学会

オブザーバー（2016 年 9 月～現在）

編集委員会

・日本プライマリ・ケア連合学会
・日本プライマリ・ケア連合学会

委員（2017 年 9 月～現在）

委員（2017 年 9 月～現在）

和文誌編集委員会

編集委員（2018 年 1 月～現在）

多職種協働・地域包括ケア委員会

委員 (2018 年

8 月～現在)
・日本医学教育学会「専門家認定申請用ポートフォリオ」A 評価者（2018 年 10 月～
現在）
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